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京都ニ於テハ八坂社清水ノ境内嵐山ノ類総

日比谷公園は、明治 36 年（西暦 1903

テ社寺境内除地或ハ公有地ノ類）従前高外

年）に開園されて以来丸 100 年が経過し､

除地ニ属セル分ハ永ク万人偕楽ノ地トシ公

平成 15 年（2003 年）には 100 年記念事

園ト可被相定ニ付府県ニ於テ右地所ヲ択ヒ

業として各種の行事が行われた。日比谷

其景況巨細取調図面相添ヘ大蔵省ヘ可伺出

公園は、皇居外苑の南に広がる面積約１

事」

６ヘクタールの都市公園であり､さほど
大きいとはいえない。しかし、この公園

この太政官布告を受けて、東京府は太

は､我が国初の近代西洋風公園であり､全

政官政府に対して、浅草（金竜山浅草寺）
、

国の都市公園モデルとしての役割を果た

上野（東叡山寛永寺）､芝（三縁山増上寺）、

してきた特別の公園であるといわれる。

深川（富岡八幡社）
、飛鳥山の５箇所を上

本稿では､このような意義をもつ日比谷

申し､東京に５公園が生まれた。

公園の歴史を振り返ってみることとする。

このように明治初期に公園制度が始ま
り、従前の社寺境内などの空間保全が行

公園制度の始まり

われたが､明治中期になって東京を首都
として整備しようとする「東京市区改正」

我が国における公園制度の始まりは､

のなかで､その構想の一部として新しい

明治 6 年（西暦 1873 年）の太政官布告第

公園をつくろうとする動きが起き、この

16 号によって府県に対し､公園という制

ような流れの中で生まれたのが日比谷公

度を発足させるので､ふさわしい土地を

園である。

選定して伺い出るようにと通達したこと
による。公用文に「公園」という語が使

東京市区改正設計

われたのはこの太政官布告が最初である。
日比谷公園は、明治 22 年（西暦 1889
「明治６年１月１５日
太政官布達第１６号
府県ヘ
○ 公園設置ニ付地所選択ノ件

年）に東京市区改正設計として告示され
た。
この東京市区改正は、我が国における
都市計画の始まりというべきもので､帝

三府ヲ始人民輻輳ノ地ニシテ古来ノ勝区

都である東京を旧態依然とした江戸時代

名人ノ旧跡等是迄群集遊観ﾉ場所（東京ニ於

の姿から近代都市へつくり変えようとす

るものであった。

改造が始まった。東京市区改正設計は、

明治１７年（西暦１８８４年）
、東京府

その後大正 7 年（1918 年）まで 30 年間

知事芳川顕正が東京について、規模（計

にわたって実施されたが､主な成果は､都

画人口と計画市域）
、用途地域制、道路計

心部の道路拡幅､上水道の整備、そして日

画、鉄道計画、運河計画、橋梁計画を内

比谷公園の新設であった。なお、この明

容とする｢市区改正意見書｣を政府に提出

治 22 年の東京市区改正設計は、財源不足

し､その内容を審査するため､「東京市区

から明治 36 年に計画が縮小されたが、こ

改正審査会」が内務省によって設置され

の縮小された計画は「新設計」と呼ばれ、

た。審査会は、明治１８年２月から１０

当初の計画は「旧設計」と呼ばれる。

月まで審議を行ったが、この審議のなか
で初めて都市計画的観点からの公園計画

東京市区改正委員会は、
「第一

日比谷

が出された。公園についての審査会案は、

公園」から「第四十九

王子公園」まで

大遊園（大公園）11 箇所と小遊園（小公

４９箇所、計１００万坪（約３３０ha）

園）45 箇所を配置するものであった。

の公園を決定したが､これらは財源難の

審査会は内務卿に審査会案を上申した

ためほとんど実現しなかった。審査会の

が、結局太政官政府の認めるところとは

段階から計画されたもので､すでに太政

ならなかった。しかし、審査会の成果は

官制公園として存在していた上野公園等

明治２１年の東京市区改正条例の制定及

を除いた新設公園で実現したのは日本橋

び同条例に基づく東京市区改正委員会の

の坂本町公園（面積約 3,000 ㎡）だけで

設置につながっていった。

あり、委員会で追加された公園で実現さ

明治 21 年に我が国最初の都市計画法
というべき東京市区改正条例が定められ

れたのは日比谷公園だけである。
なお、審査会では、公園を「大遊園」、

た。同条例は、東京市区改正の設計及び

「小遊園」の二つに区別していたが､委員

毎年度において施行すべき事業を議定す

会はこの区別をなくし、すべて「公園」

るために内務大臣の監督下に東京市区改

と呼ぶこととした。

正委員会を置き､同委員会が市区改正の
設計を議定したときは内閣の認可を得た

参考

市区改正新設計図

上、東京府知事が事業を施行することを
規定した。東京市区改正における都市計
画の概念は、都心部の幹線街路をはじめ、
水道、橋梁、河川､公園､下水等の都市イ
ンフラ整備事業であり､まず「設計図」を
公定し､それを毎年度少しずつ実現して
ゆくやり方であった。
明治 22 年（1889 年）5 月に最初の東
京市区改正設計が告示され、東京の都市

出典
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日比谷の地

天覧のための行幸以来明治 21 年まで 60
回もお出ましになられた。

現在日比谷公園のある一帯は､太田道

しかし、明治 20 年ごろになると､日比

灌の時代から江戸時代始めにかけての時

谷練兵場の周囲に建物が建ち始め､もは

期には海辺の漁村であった。当時は今と

や練兵場として利用することがふさわし

違い､この辺りまで海が入り込んでいた。

くなくなったため､日比谷練兵場に代わ

太田道灌が江戸城主となってから約 60 年

るものとして青山練兵場ができた。なお、

後の西暦 1524 年に江戸城は小田原の北

青山練兵場はその後、明治神宮の創建に

条氏の所有となり､北条氏は江戸城の周

伴い神宮外苑となった。

りの村々を家臣に分け与え､「ひびや」村
は家臣の一人大胡（おおご）氏（のち牛

日比谷公園の計画決定

込氏と改姓）の領地となった。当時の文
献では、
「ひびや」は「比々谷」となって
いる。

日比谷練兵場跡地を東京市区改正設計
によって公園とすることが提案されたの

この「ひびや」という地名は､漁民が海

は､明治 21 年（1888 年）11 月に開催さ

苔づくりや魚捕りのために使った「ひび」

れた東京市区改正委員会においてであっ

という道具に由来するといわれている。

た。同委員会において、道路原案の審議

すなわち、海苔や牡蠣を付着させるため

の際に､日比谷練兵場跡地を公園にして

に海中の干潟に立てる竹や、枝付きの竹

はどうかという提案が内務二等技師工学

などを海中に並べ立て､一度入った魚が

博士古市公威及び東京府区部会議員芳野

出られないようにする仕組みのことを

世経の両委員から出され､審議の結果、日

「ひび」といい、
「ひびや」は、この「ひ

比谷公園の一項を原案に追加することと

び」が立ち並んだ村という意味から出た

し､道路原案とともに議定された。

とされる。
「ひびや」は、
「日々谷」､「日

東京市区改正委員会は、この日比谷公園

尾屋」､「日比谷」などと書かれたが､江

の件を含め市区改正設計について明治 22

戸時代には今と同じ「日比谷」が使われ

年（1889 年）3 月に復申案を議定し､内務

ていた。

大臣に復申。内務大臣の承認後、同年 5

この地は､その後江戸時代には大体に
おいて大名屋敷となっていたが、明治維
新の版籍奉還後、現在の公園区域及びそ

月東京府知事によって東京市区改正設計
として告示された（府告示 37 号）。
日比谷公園は、この東京市区改正設計の

の周辺は兵部省の所管となり､明治 4 年

「公園」の部の最初に、
「第一

日比谷公

（1871 年）に陸軍操練所となった。明治

園

面積凡五

18 年（1885 年）
、陸軍操練所は日比谷練

万四千四百坪」と記載された。日比谷公

兵場と改称されたが、当時東京府下にお

園の計画が正式なものとなったのである。

ける唯一の練兵場であったこともあり、

また、
「日比谷公園」を公園の部の冒頭に

明治天皇は明治 4 年の天長節陸軍整列式

記載したのは､同公園を東京の中央公園

麹町区日比谷練兵場ノ内

として最も重視したからである。
ただし、このように日比谷練兵場跡地を

その後、日本園芸会が日比谷公園の設

公園とすることとしたのは、同地が軟弱

計を同会に委ねるよう東京府知事に働き

地盤で建築不適の地であると当時みなさ

かけ､明治 27 年 6 月に、甲乙丙の 3 案を

れたことがその背景にあるといわれてい

提出した。うち甲乙両案は同会学芸委員

る。

で宮内省庭園係りを勤めていた小平義近
氏が作成し､甲案は、工費 13 万 1，600

設

計

円で、約 3 万坪の山水模様庭園と約 8 千
坪相当の砂利敷きの園内道路を築造し､

日比谷公園の設計の中心となったのは､

外回りに約 935 間の煉瓦壁を設けるもの

本多静六林学博士である。本多博士は、

であった。乙案は、工費 5 万 8，900 円で、

日本の林学と造園学の始祖といわれる人

約 1 万坪の山水庭、約 8 千坪相当の砂利

であるが､最初に手がけた公園が日比谷

敷き園内道路､約 9,135 間の外回り土手の

公園であった。日比谷公園の新設当時、

築造と約 13，000 坪の区域に植物園､動物

西洋風の公園を設計する専門家は一人も

園､運動所を設置するものであった。丙案

おらず､日比谷公園の設計の中心となっ

は、同会副会長田中芳男氏の作成で､その

た本多博士は、我が国における近代的洋

骨子は、日比谷公園は東京の中央公園で

風公園の生みの親といえる。

あるから遊歩園が適当であるとし､全園

なお、本多博士が後年直接設計を手が

を山水庭とすることを排し､遊歩地３分

けた公園には、奈良公園、養老公園、門

山水１分とするものであった。また、園

司公園、尾道公園、岡崎公園等がある。

内には大道小道の 2 種を設け､園の周囲に

また、博士は､明治神宮の森の造営にも多

は柵又は垣根を設け､また､運動場､馬場

大の貢献をされた。

を設けることとしていた。
これら 3 案のうち東京市は丙案に関心

（様々な設計案）
ところで、本多静六博士が設計を手が

を示したが､採用するところとはならな
かった。

ける前に、様々な設計案が作成されたが、
いずれも日の目を見なかった。

次いで､明治 32 年 1 月に、金沢の兼六

まず、明治 26 年（1893 年）に東京市

園､水戸の偕楽園､岡山の後楽園､高松の

が設計案を作成したが、結局内部検討に

栗林園などを参考に作成された設計案が

終わった。しかし、それは、それまでの

市参事会に提出されたが､審議の結果､

東京市内の公園が概ね神社仏閣の境内地

「本市公園は従来社寺・仏閣を主とする

を公園に編入したもので､面積は広くて

もので、日比谷公園は市自ら経営する最

も遊歩地が少ないとして､日比谷の地に

初の公園である以上なるべく慎重を要す

それらとは異なる新しい公園を作ろうと

るから、設計考按を辰野博士に依頼し､そ

する意欲を示したものだった。

の報告をまって設計に着手すべし」とい

うことになった。
そのため、市は、我が国建築学界の草
分け的存在で､当時帝国大学工科大学長

（設計の骨子）
公園には入り口として､東隅に有楽門、

であった辰野金吾工学博士に設計を依頼

東側中央部に日比谷門（正門）
、南隅に幸

した。辰野博士は、滞欧中の見聞を基に

門、東北側に桜門、西隅に西幸門、北側

広場公園式の設計案を作成して､同年 8 月

に霞門の 6 門を設け、園内を大別して東

に市に提出したが､この案も採用になら

南、西南、東北、西北の四部に区画した。

ず､その後市吏員による設計案も出たが

また、6 門を連絡し園内を曲線で結ぶ広路

これまた不採用であった。

を設けた。
東南部は運動場とし､西プロシャ（ドイ

（本多博士の登場）

ツ）コーニッツ市営公園運動場の意匠に

このようになかなか設計案が決まらな

倣い､中央を芝生にし、周囲を幅員６間

かったのは､新しい中央公園に対する大

（約 11m）の競争路とした。また、この

きな期待があった一方、公園設計や実施

地域の小高い所を音楽台建設の予定地と

に関する経験が不足していたためであっ

した。現在小音楽堂のあるところである。

たとされる。このような状態のなか､市会

西南部は樹林地帯とし､中央に小さい

からの圧力も強まり､また、一般市民から

丘を設け、周囲をツツジ園とした。また、

の批判もあったために､市は､明治 33 年

樹林地帯は、北ドイツのベンゼン市立病

（西暦 1900 年）
、日比谷公園造園委員会

院遊園の苑路・植栽形式を範とした。ま

を設置し､本格的に設計に着手すること

た、雲形池を設けたが､これもドイツ・ド

とし、林学博士本多静六、軍医総監石黒

レスデン園芸学校ベルトラム教授作成の

忠悳、日本園芸会副会長福羽逸人、造園

図案によったという。

家小沢圭次郎の諸氏に設計を依頼し､本
多博士がその中心となった。
本多博士にとっても公園の設計は初め

西北部は日本庭園予定地とし、とりあ
えず残土を盛って小さい丘を築き､平地
は芝生地とした。

てで、明治２３年から２５年にかけての

東北部の有楽門近くには旧江戸城の石

ドイツ留学時に西洋の公園を見た経験と

垣土塁をそのまま残し、その内側には心

公園に関する蔵書数冊が手がかりであっ

字池をつくり、日本風の趣を漂わせるこ

たという。園の設計は､ドイツの公園を範

ととした。池には噴水を設けた。池の北

とし、一部には日本庭園の手法も加えら

側には将来の公会堂敷地を確保したがと

れ､洋風７分、和風３分の総合的近代公園

りあえずはリボン式花壇とした。その後

の様式がとられた。行政による公園設置

公会堂が園の西南端に決まったため、こ

は、19 世紀に英仏米よりも早くドイツで

の花壇は現在に至っている。

始まったとされており､博士が先進のド
イツの公園を範としたことは妥当であっ
たのではなかろうか。

本多博士が市会に設計案を提出すると
いろいろな非難がなされた。設計案では､

従来の庭園とは違い各門に扉がないため、 とであった。
「夜間に花や木を盗まれてしまう」との
非難があったが､これに対し博士は、「公

園内の施設の概要は、次のとおりであ

園の花卉を盗まれぬ位に、国民の公徳が

った。

すすまねば日本は亡国だ。公園は一面、

道路

その公徳心を養う教育機関の一つになる

車道

延長 720 間

６間幅

のだ。家のなかでは親の隠しておく菓子

5 間幅（仮）

までとって食ってしまういたずらの子が、

音楽堂周囲

一度菓子屋の小僧になると、数日にして

歩道

3,305 間
75 ミリ鉄管

にするのだ」と答弁したとのことである。

4 分の 3 鉄管

（1 間＝1.8m）

噴水

延長 420 間
延長 770 間

２ヶ

と困る｣ともいわれ、この点は博士も心配

暗渠（7 寸乃至２尺）

し､石垣の上からドブンと飛び込まない

庭園

延長 2,601 間

ように、池の周囲を低い地面にし､また､

洋風庭園植付き

1 万 8 千坪

池の周囲に浅瀬を設けるようにしたとの

同植物及び苗木

1 万 8 千坪

ことである。

日本風庭園植付き
同周囲植付き

着工及び開園
このように様々な意見が出されたが､
博士の案は市会を通過し､明治 3５年 4 月、

延長

水道

が花に飽きて盗む気が起こらないくらい
また、｢池を造ると身投げの名所になる

延長 60 間

幅３尺乃至１１尺

菓子に飽きて一向に食わないのと同じで、
私は公園にたくさん花卉を植えて、国民

延長 205 間

池沼

1,670 坪

1,670 坪

2 千坪

遊戯場

4,870 坪

競走場

2,950 坪

点灯

いよいよ着工されることとなった。予算

白熱ガス灯 半夜灯、終夜灯各 35 基

は、博士の案では 28 万円であったが､17

電気灯（1,200 燭光アークライト）

万 5 千円に減額された。ただし、すでに
行われていた地均し、周囲柵等の工事費
等を加えると、日比谷公園の開設には 30

半夜灯、終夜灯各 5 基
その他

あずまや 2 ヶ所、水飲み 10 ヶ

所、ベンチ 150 基等

万円近くを要している。
造園工事の監督は本多博士が自ら行い､

また、樹木は､マツ、カシ、サクラ、ヒ

助手の本郷高徳氏が詳細図面を製作した。 ノキを主に、300 種 24,350 本、花卉類は、
かくして、着工後 1 年余で一応の工事が

125 種 12,000 株であった。

竣工し､日比谷公園は、明治 36 年（1903
年）6 月 1 日仮開園した。明治 22 年の東

当時の市民はこの新しい公園を大歓迎

京市区改正設計の告示以来 14 年ぶりのこ

した。当時の新聞報道によると、開園当

初は､定刻前から各門外に集まった群集

被災市民用のバラック１４４棟が運動場

が一斉に乱入してほとんど歩けないほど

に建てられた。小音楽堂も倒壊し、松本

で毎日盛況だったという。

楼も焼失した。なお、両建物は､後日再建
された。

開設当時の公園平面図

（３） そのほか日比谷公園を舞台とす
る歴史的大事件としては､明治３８年
（1905 年）の日露講和条約を不満とする
日比谷焼討ち事件がある。これは、日比
谷公園で催された大会の解散後、憤激し
た群集が交番、新聞社などを焼討ちした
ものである。
戦時中は、軍の陣地として使用され､ま
出典

前島康彦著「日比谷公園」P40

た、食糧難を救うため公園も畑となり､花
壇にはジャガイモが植えられた。また、

その後の歩み

戦後は昭和 20 年から 26 年まで進駐軍に
接収された。

以後日比谷公園は､明治､大正､昭和､平
成と我が国の歴史とともに歩んできてい

（４） 昭和 26 年から復旧が始まり、昭

るが､その概略は以下のとおりである。

和 36 年の大噴水の完成によって戦災復
興は終了した。昭和４６年には、沖縄返

（１） 明治３８年に音楽堂が完成する

還協定批准に反対する過激派学生グルー

が､大正１２年に大音楽堂ができてから

プが火炎瓶を投げ､松本楼が全焼した（昭

は小音楽堂と呼ばれている。明治３９年

和４８年再建）。また、昭和５８年には､

に市立図書館が新設された。明治 42 年に

大・小音楽堂が建て替えられた。

はドイツ・バンガロー風の日比谷公園事
務所が新設され､これは現在都指定有形

おわりに

文化財となっている。また、昭和４年に
は、市政会館と日比谷公会堂が完成した。

日比谷公園の開設は、都市の真中にも人

また、松本楼は明治３６年に開業した

工的に造られた水や緑に囲まれた憩いの

が､大正時代の東京市民にとって、松本楼

場が必要であるということを人々に認識

でカレーを食べてコーヒーを飲むのがハ

させ､日本の公園の発展に大きな役割を

イカラとされたという。

果たした。
日比谷公園は近代的公園の第１号であ

（２）大正１２年の関東大震災時には、

り、東京のみならず日本の近代文化遺産

市民の避難場所として重要な役割を担い、 といえるが、日比谷公園開設の意義につ

いて、前島康彦著｢日比谷公園｣は次のよ

代における最初にして最大の収穫であっ

うに指摘している。

たことはいうまでもなく、これによって
都会人は公園の必要性を目の当たりに意

「東京市区改正設計における最も新しい

識し､同時にこれが東京の新名所となっ

構想として計画され、この事業における

て市内各所の公園の新・増設に新たな意

唯一最大の洋風中央公園として出現し

欲を盛り上げたばかりでなく、日本の各

た日比谷公園は、その面積においては太

都市における公園造成の機運を醸成する

政官布達による社寺境内地公園よりは遥

機縁をつくったのであった。本公園を国

かに劣るとしても、公園の質において、

家的公園の濫觴という理由はここにあ

かつまた日本の都市公園史において、近

る。」
（P５８）

現在の日比谷公園

出典

http://www.tokyo-park.or.jp/kouen
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